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する信頼あるメーカとして、顧客価値
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セキュリティ担当者、ディーラ、インテグレータ、OEM企業
にとって、HID Proxカードおよびリーダは物理アクセスコ
ントロールの業界標準とされています。125 kHz RFID技
術によるHID Prox製品は、耐久性があり、お手頃な価格
で購入でき、アクセスコントロールシステムにシームレ
スに統合できます。

125 kHzカードおよびリーダ

HID Proximity

ご存じでしたか？
Genuine HID™ 製品を購入することは、安心を購入することです。すべ
てのProx製品には次の特長があります：
w  カードとリーダの互換性を保証
w  Proxをスマートカードにシームレスに移行するソリューション 
w  業界随一の広い製品群 
w  世界中に展開する公式サプライヤ 
w  業界初の永久保証
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ProxPoint® Plus
お手頃価格の125 kHz Proxカードリーダ
基本部品番号 • 6005, 6008

• 小型リーダ。ホスト側およびリーダ側で設定可能なブザーおよび
多色LED機能を装備

• 金属面に直接装着してもリードレンジには影響なし。
• 電源要求：5-16 VDC
• 寸法：3.14˝ x 1.70˝ x 0.66（̋7.96 cm x 4.3 cm x 1.68 cm）
• リードレンジ：最大3.0（̋7.5 cm）*

MiniProx®

マリオン装着型の125 kHz Proxカードリーダ
基本部品番号 • 5365, 5368

• 電源要求：5-16 VDC
• 寸法：6.0˝ x 1.7˝ x 1.0（̋15.2 cm x 4.3 cm x 1.91 cm）
• リードレンジ：最大5.5（̋14.0 cm）*

Thinline® II
目立たないデザインの125 kHz Proxカードリーダ
基本部品番号 • 5395, 5398

• 最も標準的な米国規格のスイッチプレートサイズ
• インタフェイスはウィーガンドとClock and Dataを用意。
• 電源要求：5-16 VDC
• 寸法：4.7˝ x 3.0˝ x 0.68（̋11.9 cm x 7.6 cm x 1.7 cm）
• リードレンジ：最大5.5（̋14.0 cm）*

HID Proximity Readers

（グレー、ブラック、ベージュ、ホワイト）

（グレー、ブラック、ベージュ、ホワイト）

（グレー、ブラック、ベージュ、ホワイト）

* 設置条件とクレデンシャルの種類による。

ご存じでしたか？
HIDではProxPoint Plus、ThinLine 
II、MiniProx、ProxPro IIおよびProx80につ
いて、それぞれ英語、フランス語、ドイツ語、
ポルトガル語、日本語、中国語、韓国語およ
びロシア語の設置マニュアルを用意してい
ます。各マニュアルはwww.hidglobal.com
からダウンロードできます。



ProxPro® II
新世代125 kHz Proxカードリーダ
基本部品番号 • 5455, 5458

• 多様性に対応した125 kHz Proxカードリーダ
• オプションとしてガラス背面にリーダを装着できるガラス装

着キット
• 電源要求：5-16 VDC
• 寸法：5.0˝ x 5.0˝ x 1.0（̋12.7 cm x 12.7 cm x 2.54 cm）
• リードレンジ：最大8.0（̋20.5 cm）*

MaxiProx®

ロングレンジの125 kHz Proxカードリーダ
基本部品番号 • 5375

• オートチューニング機能によりリードレンジは金属面から
4インチ以内で自動調節

• RS-232、RS-422およびRS-485の出力モードは設定可能。
• パーキングホールド機能により、パーキングレーン内の車

両を正確に検出 
• すべてのHIDフォーマットをリード
• 電源要求：12または24 VDC（設定可）
• 寸法：12.0˝ x 12.0˝ x 1.0˝

（30.5 cm x 30.5 cm x 2.54 cm）
• インタフェイスはウィーガンドとClock and Dataを用意 
• リードレンジ：最大24.0（̋61.0 cm）*

キーパッド付きProxPro®
キーパッド付き125 kHz Proxカードリーダ
基本部品番号 • 5355, 5352, 5358

• 中距離のアプリケーションに最適
• インタフェイスはウィーガンド、シリアル（RS-232／RS-422）およ

びClock and Dataを用意
• 電源要求：10-28.5 VDC
• 寸法：5.0˝ x 5.0˝ x 1.0（̋12.7 cm x 12.7 cm x 2.54 cm）
• リードレンジ：最大8.0（̋20.5 cm）*

ProxPro® 

多様性に対応した125 kHz Proxカードリーダ
基本部品番号 • 5355, 5352, 5358

• 中距離のアプリケーションに最適
• インタフェイスはウィーガンド、シリアル（RS-232/RS-422）お

よびClock and Dataを用意
• 電源要求：10-28.5 VDC
• 寸法：5.0˝ x 5.0˝ x 1.0（̋12.7 cm x 12.7 cm x 2.54 cm）
• リードレンジ：最大8.0（̋20.5 cm）*

（グレー、ブラック、ベージュ、ホワイト）

（ブラック、ベージュ）

（グレー）

（ブラック、ベージュ）

ご存じでしたか？
HIDのProxPass® IIアクティブ車両タグをMaxiProxリーダと
併用すれば便利なハンドフリーのパーキングコントロール
が実現します。

* 設置条件とクレデンシャルの種類による。



HID Proxリーダ

ProxPoint Plus® MiniProx® Thinline® II ProxPro® ProxPro® II キーパッド付き
ProxPro® EntryProx™ MaxiProx® Prox80™

基本モデル番号 6005B/6008B 5365E/5368E 5395C/5398C 5355A/5352A/5358A 5455B/5458B 5355A/5352A/5358A 4045C 5375A 5405A/5408A

寸法
3.13˝ x 1.7˝ x .66˝
(8.0 cm x 4.5 cm  

x 1.5 cm)

6.0˝ x 1.7˝ x 1.0˝
(15.0 cm x 4.5 cm  

x 2.0 cm)

4.7˝ x 3.0˝ x .68˝ 
(12.0 cm x 7.5 cm  

x 1.5 cm)

5.0˝ x 5.0˝ x 1.0˝
(12.5 cm x 12.5 cm x 

2.5 cm)
5.0˝ x 5.0˝ x 1.0˝

(12.5 cm x 12.5 cm x 2.5 cm)
5.25˝ x 2.75˝ x 1.37˝ 
  (13.5 cm x 7.0 cm  

x 3.5 cm)

12.0˝ x 12.0˝ x 1.0˝
  (30.5 cm x 30.5 cm  

x 2.5 cm)

3.15˝ x 3.15˝ x 0.8˝
(8.0 cm x 8.0 cm  

x 2.0 cm)

重量 3.6 oz (102 g) 7.89 oz (224 g) 7.33 oz (208 g) 9.62 oz (273 g) 13.65 oz (387 g) 9.62 oz (273 g) 11.76 oz (333 g) 50.8 oz (1440 g) 2.2 oz (63 g)

リードレンジ 最大3.0˝ (7.5 cm) 最大5.5˝ (14.0 cm) 最大8.0˝ (20.5 cm) 最大8.0˝ (20.5 cm) 最大3.0˝ (7.5 cm) 最大24.0˝ (61.0 cm) 最大5.5˝ (14.0 cm)

装着 マリオン シングルギャングボ
ックス

シングルギャングボ
ックス；ガラス装着キ

ットあり
シングルギャングボックス；ガラス装着キット

あり

米国またはEU規格の
シングルギャングボッ
クス、壁面、もしくは付
属の粘着パッドでガ

ラス面装着

非金属面に装着する
ことでリードレンジが

最適化
EU／アジア規格のシン
グルギャングボックス

電源供給 5-16 VDC 10-28.5 VDC 5-16 VDC 10-28.5 VDC 10-15 VDC 12VDCまたは24VDC 5-16 VDC

電流要求 30/75 mA 30/75 mA
30/110 mA @ 5 VDC

20/115 @ 12 VDC
100/120 mA 25/125 mA 25/125 mA 150 mA

200/700 mA  
@ 12 VDC

260 mA/1.2 A  
@ 24 VDC

30/110 mA @ 5 VDC
20/115 mA @ 12 VDC

終端 ピグテール ピグテールまたはタ
ーミナルストリップ ピグテール ピグテール ターミナルストリップ ピグテール

出力フォーマット ウィーガンドまたはClock and Data
ウィーガンド、Clock 
and Data、RS-232ま

たはRS-422
ウィーガンドまたは

Clock and Data
ウィーガンド、Clock 
and Data、RS-232ま

たはRS-422
ウィーガンド

ウィーガンド、Clock 
and Data、RS-232

、RS422またはRS-485
ウィーガンドまたは

Clock and Data

タンパ防止機能 No スイッチ No スイッチ スイッチ No

屋内／屋外 IP55認定 IP55認定 IP55認定

保証 永久 永久



比較表

ProxPoint Plus® MiniProx® Thinline® II ProxPro® ProxPro® II キーパッド付き
ProxPro® EntryProx™ MaxiProx® Prox80™

基本モデル番号 6005B/6008B 5365E/5368E 5395C/5398C 5355A/5352A/5358A 5455B/5458B 5355A/5352A/5358A 4045C 5375A 5405A/5408A

寸法
3.13˝ x 1.7˝ x .66˝
(8.0 cm x 4.5 cm  

x 1.5 cm)

6.0˝ x 1.7˝ x 1.0˝
(15.0 cm x 4.5 cm  

x 2.0 cm)

4.7˝ x 3.0˝ x .68˝ 
(12.0 cm x 7.5 cm  

x 1.5 cm)

5.0˝ x 5.0˝ x 1.0˝
(12.5 cm x 12.5 cm x 

2.5 cm)
5.0˝ x 5.0˝ x 1.0˝

(12.5 cm x 12.5 cm x 2.5 cm)
5.25˝ x 2.75˝ x 1.37˝ 
  (13.5 cm x 7.0 cm  

x 3.5 cm)

12.0˝ x 12.0˝ x 1.0˝
  (30.5 cm x 30.5 cm  

x 2.5 cm)

3.15˝ x 3.15˝ x 0.8˝
(8.0 cm x 8.0 cm  

x 2.0 cm)

重量 3.6 oz (102 g) 7.89 oz (224 g) 7.33 oz (208 g) 9.62 oz (273 g) 13.65 oz (387 g) 9.62 oz (273 g) 11.76 oz (333 g) 50.8 oz (1440 g) 2.2 oz (63 g)

リードレンジ 最大3.0˝ (7.5 cm) 最大5.5˝ (14.0 cm) 最大8.0˝ (20.5 cm) 最大8.0˝ (20.5 cm) 最大3.0˝ (7.5 cm) 最大24.0˝ (61.0 cm) 最大5.5˝ (14.0 cm)

装着 マリオン シングルギャングボ
ックス

シングルギャングボ
ックス；ガラス装着キ

ットあり
シングルギャングボックス；ガラス装着キット

あり

米国またはEU規格の
シングルギャングボッ
クス、壁面、もしくは付
属の粘着パッドでガ

ラス面装着

非金属面に装着する
ことでリードレンジが

最適化
EU／アジア規格のシン
グルギャングボックス

電源供給 5-16 VDC 10-28.5 VDC 5-16 VDC 10-28.5 VDC 10-15 VDC 12VDCまたは24VDC 5-16 VDC

電流要求 30/75 mA 30/75 mA
30/110 mA @ 5 VDC

20/115 @ 12 VDC
100/120 mA 25/125 mA 25/125 mA 150 mA

200/700 mA  
@ 12 VDC

260 mA/1.2 A  
@ 24 VDC

30/110 mA @ 5 VDC
20/115 mA @ 12 VDC

終端 ピグテール ピグテールまたはタ
ーミナルストリップ ピグテール ピグテール ターミナルストリップ ピグテール

出力フォーマット ウィーガンドまたはClock and Data
ウィーガンド、Clock 
and Data、RS-232ま

たはRS-422
ウィーガンドまたは

Clock and Data
ウィーガンド、Clock 
and Data、RS-232ま

たはRS-422
ウィーガンド

ウィーガンド、Clock 
and Data、RS-232

、RS422またはRS-485
ウィーガンドまたは

Clock and Data

タンパ防止機能 No スイッチ No スイッチ スイッチ No

屋内／屋外 IP55認定 IP55認定 IP55認定

保証 永久 永久



どんなフォーマットをお求めですか？
この点について注意する人はいないのですが、クレデンシャルをプログラミングまたは注文
する場合にはこれがきわめて重要な情報となります。

フォーマットとは何か？ 
フォーマットとはアクセスコントロール用クレデンシャルに格納されるデータ構造形式を指し
ます。これは基本的に特定の形式で組み合わされた二つの桁の単位、つまりビットで構成さ
れ、バイナリ数値が作られます。このバイナリ数値はアクセスコントロールシステムによってク
レデンシャル番号に変換されます。0と1の数、そしてこれらがどう組み合わされるかによって
フォーマットが、そして最終的にはクレデンシャル番号が決定されます。

例：26ビットフォーマット（H10301）は次のように作られます。1-11111111-0001011111101100-1
のように、サイトコードを表す最初のセットの1（赤）と、クレデンシャル番号を表す二番目の
0と1（青）のセットの組み合わせによって作られます。アクセスコントロールシステムはこのフ
ォーマットを、サイトコード255を持つカード番号6124として解釈します。26ビットフォーマッ
トはディーラが指定する最も一般的なフォーマットで、今日使われている大半のアクセスコ
ントロールシステムで使用することができます。しかし、その他にも多くのフォーマットがあ
り、あるものはアクセスコントロール専用として使われ、他のフォーマットと併用することは
できません。そのためクレデンシャルを発注する際にはフォーマット形式を知っていること
が非常に重要になるのです。 

26ビットフォーマット（H10301）および他のフォーマットについては以下に追加情報を記載
しておきます。

HID 26ビットフォーマット：H10301
概要：26ビットフォーマット（フォーマット番号H10301）は業界標準のオープンフォーマットと
なっています。このフォーマットの販売は特定の顧客に限定されているわけではありません。
このフォーマットは、使用可能なクレデンシャル番号領域に限度があり、クレデンシャル番号
の重複が生じる可能性があります。HIDではクレデンシャル番号の重複がないという保証はし
ていないので注意が必要です。HIDでは、標準26ビットフォーマットでプログラミングされた
クレデンシャルの発注について、管理や制限を課していないのはこうした理由によります。ク
レデンシャルの発注が手軽にでき、世界中のアクセスコントロールパネルで使えるというの
が、26ビットカードフォーマットを利用する場合の最大のメリットです。 

説明：26ビットフォーマットは255の施設コードが使えます。各施設コードの中では、それぞれ
65,535のユニークなコード番号が使えます。 

販売ポリシー：このフォーマットはどの顧客にも販売しています。

HID独自開発37ビットフォーマット：H10302
概要：この37ビットフォーマットは、ユニークで番号重複のないオープンフォーマットとして開
発されました。このフォーマットの場合、HIDは発行するクレデンシャル番号を管理するので
番号の重複はありません。

説明：37ビットフォーマットは、広範囲にわたるユニークなクレデンシャル番号のプログラミ
ングに利用できます。どの顧客にも提供できますが、こうしたデータ長の大きなフォーマット
は、すべてのアクセスコントロールシステムで使えるわけではありません。さらに、多くのシス
テムでは、施設コードを持たないフォーマットを扱うことはできません。



販売ポリシー：26ビットフォーマットと同じく、37ビットフォーマットはどの顧客にも販売でき
ます。どなたでも購入できますが、各発注ごとに生成された番号はHIDによって管理されま
す。購入される方は、クレデンシャルを使うシステムが、施設コードを持たない37ビットフォー
マットを扱えることを確認しておく必要があります。

施設コード付きのHID独自開発37ビットフォーマット：H10304
概要：この37ビットフォーマットは、施設コードを持つ点だけが、他の37ビットフォーマットと
異なります。このフォーマットは、施設コードを持たない37ビットフォーマットと同様に、顧客
にオープンフォーマットを提供するためのもので、クレデンシャル製造プロセスがHIDによっ
て管理されており、クレデンシャル番号が重複することはありません。

説明：この37ビットフォーマットには65,535の施設コードが利用でき、各施設コードごとに
500,000以上のカード番号が使えます。施設コードなしの37ビットフォーマットと同じように、
多くのシステムは37ビットのデータ長を持つフォーマットを扱えません。さらに、多くのシステ
ムは65,535のデータ長を持つ施設コードを扱えません。

販売ポリシー：施設コード付き37ビットフォーマットは、独自のフォーマットを作りたいディー
ラに最適です。これにより、フォーマットを提供するシステムサプライヤに依存することなく、ク
レデンシャル番号の重複を十分に防ぐことができます。このフォーマットは多くの従業員にク
レデンシャルを発行する必要のある顧客だけに使われます。

Corporate 1000フォーマット（詳しくはCorporate 1000のページを参照）
概要：Corporate 1000フォーマットは、大規模なエンドユーザーに専用フォーマットを提供す
るために開発された35ビットフォーマットです。このフォーマットでは、各ユーザーごとに専
用のCorporate 1000フォーマットがHIDによって管理されているので、顧客のクレデンシャル
が重複することはありません。このフォーマットを使うことで、エンドユーザーはどのシステム
でも、またどのディーラでも自由に選ぶことができます。一部のアクセスシステムは35ビットフ
ォーマットを扱うことができませんが、顧客へのサービスとして多くのOEMがHID Corporate 
1000フォーマットが使えるよう自社コントロールシステムの機能アップを図っています。エン
ドユーザーは、好みのセキュリティディーラを選び、自社用クレデンシャルの発行管理を安全
かつ柔軟に行えるようになります。

説明：Corporate 1000フォーマットは35ビットフォーマットで、ユニークな企業IDコード一つ
につき、1,000,000を超えるクレデンシャル番号が利用できます。

販売ポリシー：Corporate 1000フォーマットは、エンドユーザーに大量のクレデンシャル番号
を提供できるので、通常は、多数のカード所有者にIDを発行する必要がある、また必要性が
見込まれる企業に提供されます。またCorporate 1000フォーマットは、多様な地点に拠点を
持つ大企業で、独自に管理された専用アクセスコントロールカードフォーマットをもとにアク
セスコントロールシステムの形式を統一したいお客様にもご利用いただけます。

ここまで手短ながら、フォーマットに関する疑問点ついて多少なりともご理解いただけたかと
思います。さらに詳しい情報がご希望であれば、弊社にご連絡いただければご説明いたしま
す。



ISOProx® II
薄型125 kHz Proxカード
基本部品番号 • 1386

• 一枚のカードでProx技術とフォト認証機能を提供
• グラフィック品質の表面仕上げでダイレクトイメージプリ

ンタに対応
• 標準のクレジットカードと同じサイズと厚さ
• 縦型または横型パンチスロットが可能

DuoProx® II
磁気ストライプ付き薄型125 kHz Proxカード
基本部品番号 • 1336

• 一枚のカードでProx技術とフォト認証機能を提供
• グラフィック品質の表面仕上げでダイレクトイメージ

プリンタに対応
• 標準のクレジットカードと同じサイズと厚さ
• 縦型または横型パンチスロットが可能。
• 磁気ストライプ技術
• 標準のスワイプリーダまたは挿入型リーダでも使え

る厚さ

Smart ISOProx® II
エンベッド型接触式スマートチップ付き薄型125 kHz 
ISO-Proxカード（磁気ストライプはオプション）*
基本部品番号 • 1597

• エンベッド型接触式スマートチップモジュールにより複
合技術が利用可能

• グラフィック品質の表面仕上げでダイレクトイメージプ
リンタに対応。

• 磁気ストライプ付きSmart DuoProx II
• 標準のクレジットカードと同じサイズと厚さ

* ISO 7816準拠で、オプションのエンベッド型接触式スマートチップに対応。
一部のカスタムグラフィックではカード全体の厚みが増す場合があります。

HID Proxクレデンシャ
ProxCard® II
お手頃価格の125 kHz Proxカード
基本部品番号 • 1326

• お手頃な費用で他のすべての技術が利用可能
• 財布に入る薄型設計



Smart DuoProx® II
磁気ストライプ•エンベッド型ICチップ付き薄型 
125 kHz ISO-Proxカード*
基本部品番号 • 1598

• エンベッド型接触式スマートチップモジュールによって複合技術
の利用が可能

• グラフィック品質の表面仕上げでダイレクトイメージプリンタに
対応

• 磁気ストライプ付きSmart DuoProx II
• 標準のクレジットカードと同じサイズと厚さ

* ISO 7816準拠で、オプションのエンベッド型接触式スマートチップに対応。 
一部のカスタムグラフィックではカード全体の厚みが増す場合があります。

MicroProx® タグ
125 kHz Prox粘着タグ
基本部品番号 • 1391

• タグはコインサイズであらゆる非金属面に簡単に装着可
• タグはいずれのHID Proxフォーマットでもプログラミングでき、す

べてのHID Proxリーダと互換
• タグはRFによるプログラミングが可能でHIDのProxProgrammer®

で簡単にエンコーディングが行える

ProxPass® II
ロングレンジの車両用125 kHz Proxアクティブタグ*
基本部品番号 • 1351

• 車両用アクセスコントロールのアクティブタグ
• リードレンジは最大8フィート
• MaxiProx®と互換性のある唯一のタグ。すべてのHIDカ

ードフォーマットに対応
• 1年保証
• 交換型バッテリ
• 寸法：3.61˝ x 2.66˝ x 0.30（̋91.6 x 67.5 x 7.6 mm）

* ProxPass IIは1年保証で、使用方法にもよってバッテリ寿命は2年から5年。

ProxKey® III
便利な125 kHz Proxキーフォブ
基本部品番号 • 1346

• キーリングに取り付けられる小型設計
• すべてのHID Proxリーダと互換
• 寸法：1.56” x 1.25” x 0.24”（3.95 x 3.18 x 0.60 cm）
• 重量0.14 oz（4.0g）

ご存じでしたか？  MicroProxタグを携帯電話や
PDAに付ければ二つ目のクレデンシャルとして利用できます。



ProxCard® Plus
ウィーガンドおよび125 kHz Proxカード
基本部品番号 • 169

• ウィーガンド技術、Prox技術、フォト認証機能が一枚の
カードに

• グラフィック品質の表面仕上げでダイレクトイメージプ
リンタに対応　

ProxProgrammer®
Proxカードとタグをオンデマンドでプログラミング！
基本部品番号 • 1050

• ProxPassアクティブタグを除くすべてのHID Proxカード
およびタグをプログラミング

• カスタムフォーマットが利用可能
• 動作を管理するセキュリティ機能
• プログラミングは簡単
• 寸法：5.0˝ x 5.0˝ x 4.3（̋12.7 x 12.7 x 10.9 cm）

HID Proxクレデンシャ
2003年9月1日以降HIDから購入した大半のProx、磁気ストライプおよび
iCLASSクレデンシャルに販売注文番号が印刷されているのをご存じでした
か？  

下記の例は、今日販売されている大半のクレデンシャルに印刷された販売注文番号の
読み方を説明したものです。

特長：注文ID番号である「販売注文番号」は、以前にHIDから購入した記録を追跡管理す
るものです。この番号は、お客様が特定のクレデンシャルを注文したいが、必要な情報
が手元にない場合に役立ちます。カスタマーサービス 800-872-5359 に販売注文番号
をご連絡いただければ、ナンバリング（マッチングおよび非マッチングなど）、フォーマッ
ト*、サイトコード、そして最重要である、以前に注文したクレデンシャル番号など、クレデ
ンシャル情報をすぐにお調べいたします。そのため、次回ユーザーがカード持参で訪問
してきたり、注文の電話をかけてきたりした際、先方が正確に何が欲しいのか分からな
い場合にはこのちょっとした情報が役立ちます。プリントされた販売注文番号自体はシ
ンプルですが、ここにすべての必要な情報が入っています。

カバー（表) ベース（背面）

YYYYYYYY-YY = 注文番号

12345 = カードID番号

12345- YYYYYYYY-YY 

* 専用フォーマットが利用可能。



MIFARE®／Proxカード
薄型125 kHz Prox & 13.56 MHz MIFARE®カード（磁気
ストライプはオプション）
基本部品番号 • 1431

• MIFARE 1KとHID Prox技術を組み合わせることで、電子マ
ネー、企業およびキャンパス用アプリケーション、イベント
チケット発行、顧客ロイヤルティ、フォトIDカードといった
スマートカードアプリケーションをアクセスコントロール
システムに加えることができます

• 相互認証、データ暗号化、ユニーク32ビットシリアル
コードを用いた高度なセキュリティを提供するととも
に、Corporate 1000も含め、すべてのHID Proxカードフォ
ーマットをサポート

• フォトID対応で、ダイレクトイメージプリンタまたは熱転写
プリンタで直接カードへの印刷が可能

• カードにはホログラム、紫外線インキ、マイクロ印刷、カス
タムロゴなどの視覚的セキュリティ機能または偽造防止
機能の追加ができる

• またコンポジットポリエステル／PVCおよびMIFARE 4K仕
様も利用可能

iCLASS® Proxカード
13.56 MHz iCLASS非接触式カードおよび薄型125 kHz 
Proxカード
基本部品番号 • 202

• 13.56 MHz iCLASS リード／ライト技術およびHID 125 
kHz Prox技術が一枚のISO準拠厚のカードに

• 非接触式スマートカードアプリケーションを既存のHID Prox
技術によるアクセスコントロールシステムに追加できる

• 磁気ストライプ、バーコード、偽造防止機能、カスタムアー
トワーク、フォトIDを加えられる

• ISO標準準拠のカード厚により、ダイレクトイメージプリン
タまたは熱転写プリンタで直接カードへの印刷が可能

iCLASS® リード／ライト非接触式スマートチップ&コイル
動作周波数：13.56 MHz リード／ライト技術
メモリ容量：2kビット（256バイト）・アプリケーション領域×2、16kビット（2kバイト）・アプリケーション領域×16
、または32kビット（4kバイト）・アプケーション領域×2もしくは16および16Kの追加アプリケーション領域×1 
リードレンジ：設置条件およびカードリーダの選択により最大4.5（̋11.4 cm）
RFインタフェイス：ISO/IEC 15693の推奨に従う
フォーマット：最大84ビットのProxビットフォーマットすべて詳しくはHIDのiCLASS レファレンスガイドを参照す
るか、弊社のウェブサイトwww.hidglobal.com/iclassをご覧ください。

接触式スマートチップモジュールガイドライン
接触式スマートチップモデルをお求めのお客様のために、HIDではアプリケーションおよび接触式スマートチ
ップモジュールの大手プロバイダと提携を行っています。HIDでは、お客様の指定条件に従って、さまざまな業
界大手企業の接触式スマートチップモジュールの中から選んでエンベッドいたします。アプリケーションソフ
トウェアが必要な場合には、HIDのパートナー企業にお問い合わせください。HIDのスマートカード製品およ
びパートナー企業の詳細については、弊社のウェブサイトwww.hidglobal.com/smartをご覧ください。

MIFARE®非接触式メモリチップおよびコイル
動作周波数：13.56 MHz リード／ライト技術
メモリ容量：8kビット（1kバイト）
リードレンジ：設置条件およびカードリーダの選択により最大1.5（̋3.8 cm）
RFインタフェイス：ISO/IEC 14443、Type Aの推奨に従う
固定シリアル番号：ユニーク32ビット
詳しくは、HIDのMIFAREレファレンスガイドをご利用いただくか、弊社のウェブサイトwww.hidglobal.comをご
覧ください。

複合技術移行カード



HID Proxクレデンシャル

ProxCard® II ISOProx® II DuoProx® II Smart  
ISOProx II™

Smart 
DuoProx® II iCLASS® Prox MIFARE®/Prox ProxCard® 

Plus ProxKey® III MicroProx®
タグ ProxPass® II 

基本部品番号 1326 1386 1336 1597 1598 202X/212X; 
203X/213X 1431 169 1346 1391 1351

リードレンジ：*  

ProxPoint® Plus 最大 3.0˝ (7.5 cm) 最大2.5˝ (6.5 cm) 最大2.5˝ (6.5 cm) 最大1.0˝ (2.5 cm) 最大1.5˝ (4.0 cm) 最大2.0˝ (5.0 cm) N/A

MiniProx® 最大5.5˝ (14.0 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大2.0˝ (5.0 cm) 最大2.5˝ (6.5 cm) N/A

Thinline® II 最大5.5˝ (14.0 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大1.5˝ (4.0 cm) 最大2.0˝ (5.0 cm) 最大3.0˝ (7.5 cm) N/A

ProxPro®
最大8.0˝ (20.5 cm) 最大7.0˝ (18.0 cm) 最大7.0˝ (18.0 cm) 最大3.0˝ (7.5 cm) 最大4.0˝  

(10.0 cm) N/A

ProxPro® II 最大9.0˝ (23.0 cm) 最大8.0˝ (20.0 cm) 最大8.0˝ (20.0 cm) 最大4.0˝ (10.2 cm) 最大4.5˝  
(11.5 cm) N/A

MaxiProx®
最大29.0˝ (74.0 cm) 最大20.0˝ (51.0 cm) 最大20.0˝ (51.0 cm) 最大13.0˝  

(33.0 cm)
最大12.0˝  
(28.0 cm)

最大15.0˝  
(38.0 cm) 最大8.0´ (2.5 m)

EntryProx™ 最大3.0˝ (7.5 cm) 最大2.5˝ (6.5 cm) 最大2.5˝ (6.5 cm) 最大1.0˝ (2.5 cm) 最大1.5˝ (4.0 cm) 最大2.0˝ (5.0 cm) N/A

Prox80™
最大5.5˝ (14.0 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大2.5˝ (6.0 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大1.5˝  

(3.5 cm)
最大2.0˝   
(5.0 cm)

最大2.5˝  
(6.0 cm) N/A

メモリ容量／ 
アプリケーション領域 N/A

2kビット・アプリケー
ション領域×2、16kビ
ット・アプリケーション
領域×16、または16k
ビット・アプケーショ

ン領域×16；32kビット
（16k/2+16k/1）、32k 
ビット（16k/16+16k/1）

MIFARE 1K：1Kバイト
（8kビット)、16の64

バイトセクタ内 

MIFARE 4K：4Kバイト
（32kビット)、40のセ
クタ内：64バイトセク
タ×32、256バイトセ

クタ×8　

N/A

HID Proximity 125 kHz Yes Yes

エンベッド型接触式スマート
チップモジュール No Yes** オプション** No

ウィーガンドストリップ No No Yes No

磁気ストライプ No Yes No Yes Optional No

印刷可 *** Yes Yes No

標準HIDアートワーク オプション オプション Yes Yes N/A

スロット穴 縦（標準） オプションとしは横または縦 オプションとして縦 オプションとして縦 オプションとして
横または縦 キーリング穴 No

視覚セキュリティオプション N/A Yes Yes N/A

追加セキュリティオプション Corporate 1000 Corporate 1000

保証 永久 永久 1年
* 設置条件による。
** 接触式スマートチップモジュールは含まれません。標準仕様のエンベッド型接触式スマートチップ付きカードに関しては、HIDのSMARTS Programについてお問 
     い合わせください。
*** 一部のタイプの印刷処理ではクレデンシャルの厚さがISOの基準を超える場合があります。詳しくは工場にお問い合わせください。



比較表

ProxCard® II ISOProx® II DuoProx® II Smart  
ISOProx II™

Smart 
DuoProx® II iCLASS® Prox MIFARE®/Prox ProxCard® 

Plus ProxKey® III MicroProx®
タグ ProxPass® II 

基本部品番号 1326 1386 1336 1597 1598 202X/212X; 
203X/213X 1431 169 1346 1391 1351

リードレンジ：*  

ProxPoint® Plus 最大 3.0˝ (7.5 cm) 最大2.5˝ (6.5 cm) 最大2.5˝ (6.5 cm) 最大1.0˝ (2.5 cm) 最大1.5˝ (4.0 cm) 最大2.0˝ (5.0 cm) N/A

MiniProx® 最大5.5˝ (14.0 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大2.0˝ (5.0 cm) 最大2.5˝ (6.5 cm) N/A

Thinline® II 最大5.5˝ (14.0 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大1.5˝ (4.0 cm) 最大2.0˝ (5.0 cm) 最大3.0˝ (7.5 cm) N/A

ProxPro®
最大8.0˝ (20.5 cm) 最大7.0˝ (18.0 cm) 最大7.0˝ (18.0 cm) 最大3.0˝ (7.5 cm) 最大4.0˝  

(10.0 cm) N/A

ProxPro® II 最大9.0˝ (23.0 cm) 最大8.0˝ (20.0 cm) 最大8.0˝ (20.0 cm) 最大4.0˝ (10.2 cm) 最大4.5˝  
(11.5 cm) N/A

MaxiProx®
最大29.0˝ (74.0 cm) 最大20.0˝ (51.0 cm) 最大20.0˝ (51.0 cm) 最大13.0˝  

(33.0 cm)
最大12.0˝  
(28.0 cm)

最大15.0˝  
(38.0 cm) 最大8.0´ (2.5 m)

EntryProx™ 最大3.0˝ (7.5 cm) 最大2.5˝ (6.5 cm) 最大2.5˝ (6.5 cm) 最大1.0˝ (2.5 cm) 最大1.5˝ (4.0 cm) 最大2.0˝ (5.0 cm) N/A

Prox80™
最大5.5˝ (14.0 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大2.5˝ (6.0 cm) 最大5.0˝ (12.5 cm) 最大1.5˝  

(3.5 cm)
最大2.0˝   
(5.0 cm)

最大2.5˝  
(6.0 cm) N/A

メモリ容量／ 
アプリケーション領域 N/A

2kビット・アプリケー
ション領域×2、16kビ
ット・アプリケーション
領域×16、または16k
ビット・アプケーショ

ン領域×16；32kビット
（16k/2+16k/1）、32k 
ビット（16k/16+16k/1）

MIFARE 1K：1Kバイト
（8kビット)、16の64

バイトセクタ内 

MIFARE 4K：4Kバイト
（32kビット)、40のセ
クタ内：64バイトセク
タ×32、256バイトセ

クタ×8　

N/A

HID Proximity 125 kHz Yes Yes

エンベッド型接触式スマート
チップモジュール No Yes** オプション** No

ウィーガンドストリップ No No Yes No

磁気ストライプ No Yes No Yes Optional No

印刷可 *** Yes Yes No

標準HIDアートワーク オプション オプション Yes Yes N/A

スロット穴 縦（標準） オプションとしは横または縦 オプションとして縦 オプションとして縦 オプションとして
横または縦 キーリング穴 No

視覚セキュリティオプション N/A Yes Yes N/A

追加セキュリティオプション Corporate 1000 Corporate 1000

保証 永久 永久 1年



Corporate 1000®プログラム
HID Corporate 1000プログラムを利用すれば、セキュリティ専門企業
は「シングルカードソリューション」による標準化が可能となり、従業
員、財産そして資産の安全化についてタイムリーで有用な情報をエ
ンドユーザーに提供できるようになります。本プログラムでは、常に
変化する職場でのニーズに対応しながら、先進的なRFID技術ソリュ
ーションを継続的に発展させることができます。 

HID Corporate 1000プログラムでは、カード一枚だけで複数のアク
セスコントロールシステムを利用できるようになります。以下はよくあ
る質問とその回答です。

HID Corporate 1000プログラムのFAQ

1. HID Corporate 1000プログラムとは何か？
Corporate 1000プログラムでは、HIDからエンドユーザー企業に対
し、各企業専用に開発された35ビットカードフォーマットが提供され
ます。このプログラムを使用すると、エンドユーザーは、自社で指定し
たフォーマットにおいて1,000,000以上の個別カード番号が利用でき
るようになります。カード番号は、製造過程で重複のないように管理
されます。 

2. HID Corporate 1000プログラムにはどんな特長があるのか？
• 各エンドユーザー専用にカスタマイズされた35ビットフォーマッ
トにより、カードおよび関連データの安全性が向上します。

• HIDはカード番号の重複がないようカード番号シーケンスを管理
します。そのためエンドユーザーは、世界中の標準HID Proxリー
ダでカードを安全に使えるようになります。従業員はたった一枚
のカードを持っていればどの施設にも入ることができるようにな
ります。さらに、エンドユーザーは、（エンドユーザー自身が指定
する）複数の供給元からカードを購入しても、カード番号の重複
は起こりません。 

• 大量のカード利用者数に対応できるため、エンドユーザーは希
望するフォーマットによるカードを今後も継続的に利用すること
が可能です。

• エンドユーザーは、各拠点のニーズに対応したアクセスコントロー
ルハードウェア／ソフトウェアプラットフォームを自由に選択する
と同時に、同一のHIDリーダおよびカードを使うことができます。こ
れによりエンドユーザーは自社の要件を満たすアクセスコントロ
ールシステムとインテグレータ／ディーラを柔軟に選択することが
できます。HIDリーダとカードは共通コンポーネントです。

• エンドユーザーはカード購入先のベンダをいつでも自由に選ぶこ
とができます。単一の供給元でも複数の供給元でもかまいません。



3. うちの会社はCorporate 1000に参加す
る資格があるのだろうか？
Corporate 1000フォーマットの希望を
申請されたエンドユーザーの大半が
プログラムに参加しています。HIDでは
Corporate 1000プログラムに参加するた
めの正式な資格基準は設けていませんが、HIDとしては、Corporate 
1000フォーマットを使う企業に高い価値を提供したいと考えていま
す。
このフォーマットが活用できる企業とは：

• 複数箇所に拠点を持つか、それと同時に各拠点ごとに独自にカー
ドを購入するエンドユーザー。

• カードおよび／リーダ利用者数が大きい（もしくは今後増えると
予想される）エンドユーザー。Corporate 1000フォーマットを利用
してもカード納品のリードタイムは影響を受けません。HIDのど
のフォーマットを使っても、リードタイムは購入するカードタイプ
で決まります。

4. Corporate 1000フォーマットを本格的に開始するにはどれくらいの
時間がかかるか？
Corporate 1000申請・承認フォームがHIDに届いてから最大5営業日
でフォーマットが完成します。エンドユーザーと担当するシステムイ
ンテグレータ／ディーラまたはOEM企業には、HIDから、指定された
フォーマット番号とフォーマット一式がFedEx®経由で送られます。

5. Corporate 1000プログラムに参加するに費用はかかりますか？
Corporate 1000フォーマットの開発およびプログラムにおけるエン
ドユーザーの初期登録は無料です。プログラムへの参加を決定した
時点で、承認フォームに記入してHIDに返送ください。エンドユーザ
ーを担当するシステムインテグレータ／ディーラには、HIDが行うカ
ード管理とカード番号管理の公称費用が請求されます。必要があれ
ば、これによりお客様のカード購入額がどう変わるか、担当のシステ
ムインテグレータ／ディーラにご確認ください。

6. Corporate 1000プログラムへの参加はどのようにすればよいのか？
本プログラムへの参加は、Corporate 1000フォーマット申請フォーム
とCorporate 1000変更および承認フォームに記入するだけです。こ
れらのフォームはHIDのウェブサイト www.hidglobal.comからダウ
ンロードできます。

フォームの記入について不明な点があれば弊社(949)598-1600 また
は(866)607-7339までご連絡ください。



7. Corporate 1000フォーマットはどのようなHID Proxカードにもプ
ログラミングできるのか？
指定されたCorporate 1000フォーマットはいずれのHIDカードもし
くはキーフォブにもプログラミングできます。お客様のニーズにど
のProxクレデンシャルが最適かについては、HIDウェブサイトの注
文方法の手引きをご覧になるか、お客様のシステムインテグレー
タ／ディーラにお問い合わせください。

8. Corporate 1000フォーマットを使う場合、何か特別な部品番号が
あるのか？
特別な部品番号はありません。カードを注文する際、ご希望のカ
ードの部品番号をご注文ください。次に、Corporate 1000フォー
マットHXXXXXで行うカードのプログラミングが何番の数字から
始まるかを連絡してください。（Corporate 1000フォーマット番号 
HXXXXX はアルファベット1文字と5桁の数字で表現されます。これ
はお客様専用のCorporate 1000フォーマットが完成した時点で指
定されます）

カードの注文を担当しているHIDの直接顧客は、Corporate 1000フ
ォーマットによるカードプログラミングに関係する独立項目を発注
書に加える必要があります。

9.現在エンドユーザーはHID Prox技術を使っているが、異なるビット
フォーマットを用いたものである。こうした既存カードはCorporate 
1000と互換性があるか？
35ビットフォーマット以外のビットフォーマットによるHIDカードを使
用されている場合は、一度にすべてのカードを交換するか、段階的
に同プログラムに移行するという形になります。既存カードは再プロ
グラミングしない限りCorporate 1000とは互換性がありません。

同プログラムへの段階移行を希望する場合、知っておくべき制約条
件がいくつかあります：
• 35ビットフォーマット以外のカードフォーマットを使用しているサ

イトでは、既存のアクセスコントロールハードウェア／ソフトウェ
アプラットフォームが複数カードフォーマットを同時に扱えるかど
うかをはっきりさせておく必要があります。つまりそのシステムが
二種類のビットフォーマットを同時に読めるかどうかということで
す。もしそうでなければ、そのサイトを利用するユーザーは、(1) 新
しいフォーマットでIDを再発行するか、(2)アクセスコントロール
ハードウェア／ソフトウェアプラットフォームが複数ビットフォー
マットを併用できるようにアップグレードする必要があります。

• いずれのサイトでも、使用中、もしくは使用が計画されているアク
セスコントロールハードウェア／ソフトウェアが35ビットカードフ
ォーマットを認証できることを確認しておくことが重要です。これ
以外にも、こうした互換性がないまま現行利用されている古いプ
ラットフォームがいくつかあります。また、きわめて少数ですが、新
しいものでも同様の制約を持つプラットフォームもあります。

Corporate 1000®プログラム



• もし既存システムが複数フォーマットを扱える場合、そのシステムが
複数のフォーマット内部で同一のカード番号を扱えるかどうかを確認
しておくことも非常に重要です。

10. カード番号100と、26ビットフォーマットによるカード番号
100がある場合、システムがこれらの番号
を違うカードとして認識するのか？
多くのシステムは同じ番号を持った異
なるフォーマットを認識することができ
ます。この場合、既存システムで使用さ
れているもっとも数の大きな番号を確認し
てください。HIDでは、これらのカード番号
の重複が起こらないようにこれらの数字を
ブロックします。

11. なぜHIDはカードスタート番号
を聞くのか？なぜ数字1番以外の数
字を使うことになるのか？
もし2ビットまたはそれ以上のビット フォ
ーマットを同じアクセスコントロールハードウェア／ソフト
ウェアコンフィギュレーションで同時に使用する場合、カー
ド番号重複の問題が発生する可能性があります。

たとえば、現行のフォーマットが26ビットフォーマットで、100という施
設コードがあるとします。既存のカード番号の領域は1から20,000です。
現在35ビットへ段階的な移行を計画しているとします。その場合、既存
ハードウェア／ソフトウェアコンフィギュレーションは二つのビットフォ
ーマットを同時に読んで管理することになります。

以下の二つのカードが同じシステムに入力されることになります。
•26ビットフォーマットカード、施設コード100、カード番号25
•35ビットフォーマットカード、施設コード150、カード番号25

アクセスコントロールハードウェア／ソフトウェアコンフィギュレーシ
ョンがこれら二つのカードをどちらもカード番号25を持つものとして
判断する可能性があります。これらのカードは、ビットフォーマットと施
設／企業IDコードが異なるにもかかわらず、同じカード番号が使われ
ているためにシステムが区別できない可能性が生じます。
こうした理由から、多くのエンドユーザーは現在使用している一番大き
なカード番号よりも大きな数からカード番号のナンバリングを始めるよ
うにしています。もし現行の最大カード番号が分らず、また26ビットフォ
ーマットが使われている場合、カード番号66,000を使うのが最も安全
です。

12. ここでの説明以外にもまだ技術的な質問がある。どうしたらよいか？
弊社（866)607-7339までご連絡いただくか技術サポートにお問い合わ
せください。 

技術概要
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